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「第２１回小金井公園走友会５時間

走・フルマラソン大会を終えて」 
 

事務局長 高橋達夫 
 

９月１２日（土）第２１回小金井公園走友会

５時間走・フルマラソン大会を開催しました。

８月中旬からの長雨、洪水を引き起こす程の

台風、早朝の地震と自然の力に驚かされつつ

の開催となりましたが、事前ネット申込み２

６３名、当日参加３２４名の計５８７名のラ

ンナーが初秋の小金井公園を快走しました。 
５時からの運搬、コース設営、給水、受付、

警備の準備もスムーズに進みこの時期として

は、曇り空、気温も低く走りやすいコンディ

ションの中、カラフルな万国旗で飾られたス

タート場所に集合し、７時１５分会長のピス

トルの合図でスタートしました。 
 公園との事前打ち合わせで公園利用者との

事故防止の為、コースの変更をせざるをえず

２ヶ所の折り返しが増え、ランナーにとって

は少し走りづらかったようですが、歩行者優

先を考えると仕方のない事です。その辺はラ

ンナーの方々も十分理解されていました。 
それより、ペースランナーを作ることで集団

が出来、道幅いっぱいに広がることの改善を

求められています。 
 今年は走り終わったランナーの為に、給水

場所を作りポカリ、梨、その他の物も用意し

好評でした。 
前日準備、当日早朝から立ち通しで、協力を

頂いた会員の皆様のおかげで成功することがで

きました。 
 後日、ネットの感想では、当日参加できてう

れしい、料金の安さとエイドの充実、スタッフ

が暖かい、手作り感のある大会、などの声が寄

せられ満足して頂ける大会になりました。 
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 いわて銀河 100km チャレンジマラソン 

         10 年連続完走記 
                            

関 三寿 

 

  6 月 14 日（日）、岩手県は本第 11 回大会

に参加、10 年連続完走を達成した。 

 

1, 申し込み 

① 11 月、GMC メンバー(＊)には先行して案内

あり直ぐに申し込みをした。 

② 抱負の記載欄あり 

；新緑の岩手路、今年も「体力と忍耐力」

測走。ゴールで待つ孫に 10 年連続完走を

目指す。と記した。 

③ コース他特徴 

・ 北上市から内陸、郊外を北上し、山間部

/峠越えで雫石町迄の 100km。 

・ 駅伝 7 区間 100 ㎞も併走、又 50km はス

タート地点は異なるが間も 

なく当コースに合流しゴールは同じ。   

・ 前半は上り基調で標高差 450ｍ(頂点は

57,5ｋｍ地点)、後半下り基調で後半の

走りがポイント。 

・ 5 回以上の完走者は 101～999 の中から

好きな番号を選択、永久番号。 

＊GMC；ギャラクシーマスターズクラ

ブは第 7 回大会から有資格。 

・ 10 回以上の完走者は前述に加えて、ゼ

ッケンに大きく名前入り。 

・ 参加者は 100km/1566 名、50km/457 名、

駅伝(100km)/55チームと昨年を上回り

盛況。 

 

2,トレーニング 

① ここ数年、膝/腰痛で、特に膝の屈伸にス

クワットが出来ず不安な日々。 

今年も 12 月中旬迄はウオーキングで体調

管理をしていた。 

② 娘が唐突に初マラソンを無謀にも青梅 30

㎞に挑戦は募集に当選したと。 

結果は最初の関門を辛うじて通過しなが

らも粘りで完走し揚々と。 

これにプレッシャーを受け、兎に角 10 年

連続完走を果たそうと。 

③ 3 月初旬から始動、先ずは体調を考えて脚

作りにとにかく長時間動いた。 

④ 4～5 月気候が和らぎ距離を踏み、持続力

は感じ乍も不安を持ち臨んだ。 

⑤ 今回も前日に現地入りし受付を終え、早め

の夕食に早めに 20 時就寝。 

 

3、レース当日 

 いよいよ当日を迎えた。予報通り好天の模様。 

① 0 時 30 分；起床、前夜は寝付かれず、高

揚で目覚める。 

② 1 時 20 分；食事、前日購入の弁当にカッ

プラーメン、缶詰、バナナ。 

ランニングシャツ/短パンに帽子、ウ・ポ

ーチに飲料補充用容器。 

③ 2 時 05 分；ホテルを徒歩で出発し、近く

に待機の会場行きバスに乗る。 

④ 2 時 30 分；会場到着、早めは例年通り、

暫く仲間と談笑。 

⑤ 日中は気温 27 度の予報に暑さは覚悟する。 

⑥ 4 時スタート；皆、笑顔でゴールしようと。

そして 10 秒前からカウント 

ダウンは号砲でスタート。 

 

４、レース 

  今年は昨年の反省から前半６時間と遅め、

後半７時間を目標とした 

① 最初 10km は 1 時間丁度。スタート直後で

未だ高揚？、早過ぎる。 

② 20 ㎞は 2 時間丁度。未だ落ち着きなく早

過ぎるが成り行きに決めた。 

③ この 20 ㎞付近から徐々に上りに入る；頂

点の 57，5 ㎞迄耐えるのみ。 

④ 急勾配は歩きと走り；以前は歩く事無く駆

け上がったが現状力不足。 

⑤ 結局 50km の中間は 6 時間丁度と順調も脚

が重い。 

⑥ 上りはあと７㎞強で終える事に気持ちを

維持しようやく頂点。 

⑦ すぐに下りは、終盤に不安を感じて切り替

えできず、相当追い越される。 
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⑧ 66.3 ㎞地点のスペシャルエイドは例年通

り、休憩に飲食もせず素通り。 

例年、約 50ｋｍ過ぎは食べ物は受け付け

ず、コカコーラ又は水のみ。 

⑨ あと 30 ㎞強、暫くは山間部で緩やかなが

ら脚重く平坦に感じる。 

ゴールの孫に到着見込み時刻を何度か電

話も全く通ぜず焦る。 

⑩ 残り 10km で県道は街中、久し振りに続く

沿道の声援に励まされ、心強く、完走を確

信しゴールを目指した。 

孫ともようやく通話が出来、山中での不通

は電波難だった事に気付く。 

⑪ ゴール迄度々予想時刻を連絡しながらゴ

ールを目指した。 

⑫ いよいよ残り 1 ㎞強、会場からゴールする

選手の紹介や歓声が聞こえて 

疲労と重い脚取りに心強く、元気が湧く。

孫にも後 10 分と連絡。 

⑬ 場内に入り、ゴール間近は紹介されて毎年

の事ながら胸に熱く感激。 

⑭ そして約束通り、ゴール手前 50ｍ程で後

続が離れている事を確認し、 

孫 2 歳を抱き、6 歳は手を引いてゴールし

た。13；15；13 

 

５、終えて 

 ① タイムは兎も角、10 年連続完走の目標を

達成し満足した。 

   全くの素人が減量目的に走り始めて 16

㎏減、本第 2 回大会に 60 歳で 

   初挑戦以来 10 年連続完走。 

 ② 今年は何故かゴール後、胃のムカムカ症

状がなく幸いでした。 

例年、ゴール後 2～3 時間は飲食を一切受

付けず、治まる迄只々静かに。 

少しずつ炭酸飲料を飲めてようやく体調

回復感。 

③ 又、意外に疲労感薄く、脚にダメージ無く、

心地良い筋肉痛で深夜バスで帰途に着い

た。 

 

今後は 1 回でも連続を、1 回でも多くの完

走を目指し励む所存です。 

 

皆様には引続きのご指導をお願い申し上

げます。 

 

 

 

 
 

＜いわて元気 TV の画像（web 放送局いわて）＞ 
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八月二十二日（土）開催  

Midnigt Run Goteborg 

 
近藤光男 

 

  ヨーテボリミッドナイトマラソンに参加し

て来ました。 

人口二十万人の小さな都市での開催で余り知

られていない大会ですがマラソンを兼ねて、

ヨーテボリ在住の息子の様子を見に行って来

ました。 

本当は妻と一緒の筈でしたが昨年五月に他

界して、海外に行く気力すら失ってしまいま

した。 

それから新年早々パラグライダーで大怪我

をして入院。 

入院中は“もう走れない”と諦めたり悔い

る毎日でした。 

回復は思ったより順調で退院二か月が過ぎ

る頃になると、朝一緒の大先輩達に何とか付

いて行ける 

「近藤さんはチタン入りの筋金入りだから

なー」 

そんな声掛けが嬉しくて力以上に頑張ってし

まう、この調子だとヨーテボリマラソンも何

とか ・ ・ ・ 

  

大会当日、快晴で暑くも寒くもない最高の

マラソン日和と言っても参加者一万六千人最

後のグループ、スタートは夜の十時なので時

間はタップリある。 

マンションの裏に公園が有るので出掛ける 

公園は木立が生い茂り一周 1 キロのコース 

グラウンドでは若い男女がバスケを楽しんで

いる。 

芝生には若い男女が水着で日光浴をしてい 

 る、北欧に来た実感を味わいチラ見で通り過

ぎる。 

十キロの大会なので 5 周して帰宅する。 

会場はバスで１０分の slottsskogen 公園 

九時少し前にバスに乗るとブルーの”ダサ

い” 

大会シャツを着た老若男女がワンサカ乗ってい

る。 

会場には物凄い参加者が大型スピーカーから 

流れる大音量の音楽に合わせて踊っている。 

最後のランナーのスタート時間が迫るので移

動、さすがにこの時間になると周囲が暗くなる。 

スタート前の会場の雰囲気を中心に目の前の

段上に、軽快な衣装の北欧美人数名がライトア

ップされて、軽快な音楽と共にズンバで準備体

操、皆んな乗りに乗って写真を撮ったりお祭り

騒ぎ、”ドカーン”と花火が上がっていよいよ

スタート、大声援と光の柱の中を通るランナー

も”ワ～”と答える。 

仮装禁止で大会のシャツを着なければならない 

”ダサい”と思った青い大会シャツが光に映え

て素晴らしい。 

息子と最後の最後を現地の”おばさん”と抜

きつ抜かれつ、平坦だが足元が薄暗く、コース

は石畳だったり芝だったり 

砂利だったりトラムの線路が有って捻挫や転

倒が怖い、自分の後を走る息子が「段差がある

よ！」と注意してくれる。 

「時間内に走れるかなー？」「大丈夫だよ足が

慣れたら、二三百人は抜けるから心配ないよ！」

そんな会話して、おばさんに別れを告げて少し

ずつ後尾の人を抜き出す。 

途中の応援が鳴り物で大声援「エア！エア！

エア！エア！エア」 

折り返して暫くすると丘の上の教会に向う急な

キツイ登り坂、立派な教会が目の前に現れて坂

を登り切ると平坦になって、目の前を見ると息

子の OO さんが何か叫びながら手を振っている。 

息子と何か言葉を交わしている、自分も手を

振って「ありがとう」。 

教会の広場で「Oh Happy Day」のコーラスが

素晴らしい、二番目の教会は一層きつい登り坂

で歩くランナーが多い、この時を待ってました

とガンガン登る、息子は余裕で続く。 

ミニスカートを履いた大勢の女子高校生がラ

ンナーに近寄って、”ポンポン”を振りかわし

て「エアエアエアエアエア」の大声援、自分も

「ありがとう」「タック タック タック」と

答える。 
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”来て本当に良かった！女房も一緒だった

らなー” 

「お父さん！もう直ぐゴールだからね」と

言って走り去る。 

ゴール前にはカメラを構えた息子と OO さ

んが手を振って待っている。 

ゴールして前に進むと完走メダルを首に

掛けてくれる。 

ナイトマラソンの素晴らしい体験の余韻

に浸って帰宅、 

ワインで ” 乾杯！ スコール！ ” 

最後に、 女房に先立たれ病気に苛まれても

大怪我をしても、”筋金入り”で頑張って気

力も充実して毎日過ごせる。 

これも全て小金井公園走友会が支えにな

ったからです。 

会を支える役員の方々、一緒に走りながら

人生とは、 

何か気付かしてくれる朝の大先輩メンバー 

皆様に感謝します。 

                     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

平成２８年度定期総会について 

 
平成２７年８月２日（日）に小金井市総合体

育館会議室において開催。 

出席者６７名、委任状２１ 名のもと、会は

滞りなく行われました。 司会高橋（達）さん

の進行で、久保田会長の挨拶 のあと、伊藤公

博さんが議長に選出され、高橋事務局長から平

成２７年度実績報告、２８年度活動報告（案）

があり、会計担当の野村さんより平成２７年度

決算報告・２８年度会計予算（案）の報告があ

り、会計監査酒 井さんからは会計監査報告が

ありました。5 時間走担当 平田（浩）さんよ

り２７年度５時間走決算・２８年度 5 時間走予

算（案）の報告があり、さらに新役員体制の発

表等があり、承認されました。 

また昨年の総会以降入会された新入会員（7

名）が紹介されました。しかし退会された方も

6 名おられました。、総会の後は、談笑しながら

お酒を交わした、親睦会が 8 月当番によって開

催されました。 
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大島 あかりさん、  小平市学園西町 

 

      
 

８月入会されました。大島さんです。 

・月間 ２００ｋｍ 

・本格に走り始めたのは、１年半まえから 

・目標は、サブ３．５ 

・皆様のご指導の程よろしくお願いいたし

ます。 

以上、大島さんにインタビューした内容で

す。 

 

 

事事務務局局かかららののおお知知ららせせ 

 

 

◆５時間走の反省会の案内 

 
実施日：２０１５年１０月１７（土） 

   １７時３０分より 

場所：花小金井 山内農場 

 

５時間走に協力頂いた方、事前に感想・反省 

を書いて参加願います。 

（公園掲示板・ネット掲示板に内容掲載しま

う。） 

 

 

◆第１回さいたま国際マラソン 

応援について 

 
開催日：２０１５年１１月１５日（日） 

    スタート９時４０分 

制限時間：４時間 

 

走友会より１０名位、参加されますので 

その応援を事務局として行います。 

応援に参加される方は、 

北浦和駅に集合願います。 

（詳細な電車、時間は別途掲示板にて連絡し

ます。） 

    

◆忘年会について（予定） 

 
実施日：２０１５年１２月５日（土） 

     午後１２時から

当日、希望者はランニング講習会・練習会に

参加して、忘年会に合流する。（案の企画中）

（詳細な内容が決まりましたら、掲示板にて

連絡します。）


 

◆忘年駅伝（皇居）について 
 

開催日：２０１５年１２月２０日（日） 

 

 大会要項、参加者の募集が後日、公園掲示

板にて案内いたします。 

 

新入会員のご紹介 

新たに入会された方々です 

よろしくお願いいたします♪ 


